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子育てサロン「チャチャチャ」再開！

新型コロナウイルス感染症対策のため、開催を見合わせておりまし
た、子育てサロン「チャチャチャ」が、６月より再開となりました。
令和４年度から会場が滝沢市内３か所となり、地域のサポーターの
皆さんにご協力をいただきながら、親子で楽しい時間を過ごしていま
す。ぜひお気軽にお越しください♪（関連記事４ページ）

令和４年７月15日発行
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令和３年度 事業報告
令和３年度は、平成30年度に策定した「第２期滝沢市地域福祉活動計画（平成31年度〜令和４年度）」に基づ
き、各種事業を推進してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点より、事業を中止・縮
小したものもありました。主な事業の取り組み結果は以下の通りです。※一部抜粋して掲載

１. 人材づくり

― 支え合いの心を育て地域福祉の醸成を図ります

○福祉ボランティアまつり（市補助事業）：中止
○ハートフルピクニック：中止
○キャップハンディ
（障がい疑似）
体験学習
（市補助事業）
学校対象延べ21回、一般対象３回
○障がい者等支援ボランティア入門講座（市補助事業）
６講座 受講者数：延べ39名
○社会福祉協力校育成事業
市内小中高等学校14校 助成額：355,773円

2. 地域づくり

○社会福祉作文コンクール開催事業
参加校：市内12校
応募作品数：1,783編
○ボランティア活動センター事業
登録数：個人139名、団体44グループ
○ボランティア活動拠点の運営 ※ R3.6月末閉鎖
親子の遊び場の利用：親子55名
○地域福祉活動助成事業 交付件数：４件 交付額：100,000円

― 地域で活躍する個人・組織を支え地域福祉の活性化を図ります

○地域福祉ゆいづくり事業
指定自治会：14地区 助成額：257,864円
○住民福祉座談会等の開催
４地区 ６回 参加者：延べ92名
○生活支援体制整備事業（市委託事業）
市民団体向け説明会 ２か所 参加者：延べ20名
市民向け普及啓発講演会 10回 参加者：延べ58名
○ファミリー・サポート・センター事業（市委託事業）
登録会員数：565名 援助活動件数：111件
○親子サロン「チャチャチャ」の開設
実施地区：２か所（鵜飼・一本木） 開催数：38回
参加者数：保護者・子ども延べ89組205名
ボランティア協力者延べ199名

3. 仕組みづくり

○たきざわこども食堂の運営（ＮＰＯとの共同運営）
：中止
○つながり・つながる・フードパントリープロジェクト
２回 延べ134世帯401名分の食料品配布
○地域福祉活動推進体制の強化
社会福祉事業協力員35名配置
○ご近所支えあいマップの作成・活用の支援 ２地区６か所
○災害ボランティアセンター運営
災害ボランティア関連研修
参加 １回 ２名
○民生児童委員との連携 会議
等への出席 39回 延べ97名
○福祉関係団体事務受託 ５団体

― 地域課題の発見から解決までの機能の充実を図ります

○滝沢市睦大学の運営（市委託事業）
教養講座：２回 受講者数：延べ63名
趣味の教室（27教室）360回 受講者数：延べ8,259名
○滝沢市市民福祉センター管理運営（市指定管理事業）
利用件数：1,694件 利用者数：18,357名
自主事業 ２講座３回 参加者数：延べ37名
○生活困窮者自立支援事業（市委託事業）
新規相談件数：224件 食糧支援：延べ54件
○どこでも訪問診察事業 件数：１件
○だれでも居住支援事業 件数：３件
○住居確保給付金事業 相談件数：６件 決定件数：５件
○生活用品提供事業
回収台数：43台 提供件数・台数：13件・44台
○フードドライブ活動の振興
寄せられた食料品：総重量1,019.9㎏

○安心生活相談事業（市委託事業）
法律相談 23回 相談件数：81件
相続・登記相談 11回 相談件数：60件
○くらしの相談所開設事業 定例相談 20回 相談件数：24件
○日常生活自立支援事業（県社協委託事業）契約者数：
47名 延べ稼働件数：867件 相談受付件数：547件
○成年後見制度推進事業 相談件数：３件
○生活福祉資金貸付事業（県社協委託事業）
相談対応件数：641件 借受申請取扱件数：327件
○たすけあい資金貸付事業 貸付件数：３件
○訪問ふくし理容サービス事業 協力理容店：28店
利用者数・利用回数：31名・116回
○ふれあい送迎サービス（令和３年度運行中止）
利用登録者数：76名
○車いす貸出事業 貸出件数：56件
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○罹災援護事業（見舞金交付）
住居全焼１件
○歳末たすけあい募金配分事業
交付件数：579件
○広報誌、たきざわ社協だよりの発行
年６回 １回あたり22,452部

○おげんき見守りシステム
利用者数：64名 協力者数：123名
安否情報の確認回数：18,112回
○社会福祉大会の開催（規模縮小）
被表彰者・団体：13名・３団体
参加者数：約80名

令和３年度決算

収入の部
科

目

決算額

会費収入

内

単位：円
容

7,785,090 会費

寄附金収入

926,091 寄附金40件

経常経費補助金収入

41,380,522 市補助金、共同募金配分金

受託金収入

ファミリー ･ サポート ･ センター、安心生活相談、生活困窮者自立支援、生活支援体制整備、市民福
47,822,167 祉センター、睦大学、日常生活自立事業基幹社協業務、生活福祉資金貸付相談員、生活福祉資金貸付
事業事務費

貸付事業収入

325,000 たすけあい資金貸付事業

事業収入

734,096 あんしんねっと利用料金等

負担金収入

300,000 共同募金会事務負担金

受取利息配当金収入

7,634 利息収入

その他の収入

2,683,166 印刷料金収入、ボランティア保険事務費、退職手当積立基金預け金差益等

その他の活動収入

12,511,426 基金積立資産取崩収入、拠点区分間繰入金収入等

前期末支払資金残高
収

入

合

21,114,541 令和2年度より繰越
計

135,589,733

支出の部

単位：円

科

目

決算額

内

容

人件費支出

37,573,048

社会福祉協議会事務・
事業費支出

法人運営に係る事務費・事業費
地域福祉事業の常勤・嘱託職員人件費、事務費、事業費
（福祉団体活動推進員、日常生活自立支援事業、生活困窮者自立相談支援事業、生活支援体制整備事業、
62,478,045
ファミリー・サポート・センター事業等）
資金貸付事業の常勤嘱託職員人件費、事務費、事業費
市民福祉センター事業、睦大学事業の嘱託職員人件費、事務費、事業費

固定資産取得支出

101,200 備品購入費

その他の活動による支出
支

出

合

役職員報酬、事務局正規職員給与、賞与、法定福利費、退職基金積立

6,860,276 福祉基金積立支出、拠点区分間繰入金支出等

計

107,012,569

当期末支払資金残高

28,577,164

社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法に基づき各都
道府県・市区町村に設置されている、民間非営利の「地
域福祉団体」です。
地域住民と社会福祉関係者の参画・協力のもと、地域
住民が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」を実現できるよう、皆様
からの会員会費や寄附金等を財源とする様々な福祉事業を行っております。
本年度も、市民の皆様の福祉課題の解決に向けた事業を企画・実施して参りますので、活動趣旨にご
賛同いただき、本会の会員として会費の納入にご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

令和４年度

滝沢市社会福祉協議会

会費ご協力のお願い
会費ご協力

会員種類

会員になる方

世帯会員

市民全世帯を対象としています

賛助会員
特別会員

市内外の個人・団体・法人等を対象としています

金額（年会費）
500円

令和３年度実績
６，601，590円（13,626世帯）

一口 1,000円以上

143，500円（116件）

一口 10,000円以上

820，000円（69件）

※2,000円を超える会費を納入いただいた場合、「税額控除」の対象となります。詳しくは、社会福祉協議会へ
お問合せください。

令和４年７月15日
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滝 沢 市 社 会 福 祉 協 議 会
住

お知らせ・ご案内

所

滝沢市中鵜飼 47 −１
滝沢市市民福祉センター内
T E L 684 − 1110 F A X 684 − 1121
E メール：info@takizawa-shakyo.or.jp

ン チャチャチャ』へ遊びにおいでよ
ロ
サ
て
！！
『子育
コロナ禍で外出を控えている方も多いと思いますが、たまには子育て中の方

同士でお話ししながら、情報交換やお悩み相談をして気分転換してみませんか？
地域の優しいサポーターさんも参加します。お気軽にご参加ください♪
対

象

滝沢市内及び近郊にお住まいの未就学のお子さんとその保護者

内

容

自由遊び（お友だちとの交流）・絵本の読み聞かせ・リズム体操等

申込み

新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間、事前予約制とし、
人数制限をさせていただきます。参加を希望される方は、参加したい日
の２日前までに社会福祉協議会
（６８４−１１１０）
までご連絡ください。

お願い

保護者の方はマスクの着用をお願いします。

食品の持ち込みはご遠慮ください（ミルク・飲料は可）。
おむつ、ゴミはお持ち帰りください。

鵜飼地区
日

会

定

時

第１・３木曜日
※7/21、
8/4、
8/18、
9/1、
9/15
10時〜11時30分
場 滝沢市市民福祉センター
（滝沢市中鵜飼47−１）
※滝沢市役所裏
員 親子合わせて10名程度

各地区、月２回目のサロンでは
いわて生協さんより子育て向けの
食品をご提供いただいています♪

元村地区
年末年始・祝日・お盆は
お休みとなりますので
ご了承下さい

日

会

定

時 （概ね）第２火曜日
※7/26、8/9、9/13
10時〜11時30分
場 滝沢ふるさと交流館
（滝沢市土沢265−３）
※産直チャグチャグ近く
員 親子合わせて20名程度

一本木地区
日

会

定

時

第１・３火曜日
※7/19、8/2、9/6
10時〜11時30分
場 北部コミュニティセンター
（滝沢市巣子148 ）
※一本木中学校隣
員 親子合わせて10名程度

開催時間内であれば、いつでも参加可能です！
お誕生会や季節に応じた行事も開催していますので、ぜひ遊びに来て下さいね♪
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７月１日より

認知症の人と家族の会

睦大学再開しました！

滝沢のつどい

睦大学について、６月末までコロナウイルス
感染症対策のため開催を中止しておりました
が、岩手県の緊急事態宣言解除に伴い、７月
から再開することになりました。随時、入学
の申込みを受け付けております。皆様の参加
をお待ちしております。

認知症の方を介護する家族が集まり、介護に関
する相談や情報交換を行っています。同じ思い
や悩みを共有することで、「一人だけじゃない」
「仲間がいる」ことを実感でき、勇気と力がもら
えます。滝沢のつどいでは、分かり合える暖か
い陽だまりのような集まりになることを目指し

◆対象：おおむね60歳以上の滝沢市民
◆趣味の教室28教室： 大正琴、詩吟、手品、昔
語り、文学、民舞、絵画、編み物、籐細工、
生け花、習字、水墨画、唱歌、歴史、ペン習字、
パッチワーク、歌謡、民謡、新舞踊、着付け、
囲碁・将棋、卓球、能面、
染色、自然草木を楽し
む、グラウンドゴルフ、
太極拳、ダンス
◆教室ごとに必要な教材費は自己負担となります。
◆各教室、感染対策を講じた上での開講となり
ます。マスク着用、手指消毒の徹底にご協力
をお願い致します。
◆内容を詳しく知りたい方や申込みを希望される
方は、市民福祉センター（電話 684-2233）
へ
お気軽にご連絡ください。
※教養講座の開催は当面の間中止させていただ
きます。

て活動しています。ひとりで悩まず、どうぞお
気軽にお越し下さい。
【開催日時】毎月第３月曜日
【会

13:30〜15:30

場】滝沢市市民福祉センター

【問合せ】
滝沢市認知症の人と家族の会
代表
℡

櫻野正之
641-7174

滝沢市社会福祉協議会
℡

684-1110

福祉おもいやり

7/18
8/15
9/19
開催します。

申込不要
参加費無料

〜ボランティア登録団体からのお知らせ〜 傾聴ボランティアもりおか主催

傾 聴ボランティア養 成 講 座 のご 案内
相手のお話を否定しないでありのままに受け止め関わる、関わり方の講座です。新型コロナウイルス感
染症により人々の交流が制限される厳しい状況ですが、
「傾聴」を学んで地域に貢献することを目指します。
日程・内容
全３回

10時30分〜16時30分

１回目：８月18日
（木）
「傾聴の基本」

持ち物

筆記用具、昼食

申込先

傾聴ボランティアもりおか

２回目：８月25日
（木）
「傾聴のスキル」

FAX

３回目：９月 1日
（木）
「ロールプレイ」
場

受講料

3，
000円

定

20名程度

員

０１９−６３９−１２３６

由を記入して、７月31日（日）までに、郵送または

盛岡市総合福祉センター４階

（盛岡市若園町２−２）

盛岡市三本柳4−14−2

氏名、住所、電話番号、講座に参加を希望する理

※全過程出席の方に修了証をお渡しします
会

〒020−0831

※動きやすい服装でご参加下さい

FAX にてお申込み下さい。様式は問いません。
問合せ

代表

藤原

０９０−５１８４−４１８８

滝沢市内で活動している会員もいます。
現在、
滝沢の会員を募集中！
傾聴ボランティアとして活動できる方の参加をお待ちしています。

令和４年７月15日
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無料相談所のお知らせ ご予約 ☎684-1110
市民の皆さまを対象とした各種相談所を開設しています。
ひとりで悩みを抱え込まず、一緒に考えましょう。
プライバシーは厳守します。
相

談

名

月

日

時

間

会

場

予約締切日

7月26日
（火）

くらしの相談

くらしの相談員が、困りごとの相談に
応じます。

8月 9日
（火）
8月23日
（火）

予約不要

10：00−12：00

9月13日
（火）

相続 ･ 登記相談

8月18日
（木）

司法書士が、相続や登記に関する問題
などに応じます。
≪ご予約が必要です≫

法

律

相

談

弁護士が、財産や債務問題、その他生
活のトラブルなどの問題に応じます。
≪ご予約が必要です≫

10：00−15：00
9月 8日
（木）

（中鵜飼47-1 ）

14：00−16：00

７／29

8月16日
（火）

10：00−12：00

8／12

9月 6日
（火）

14：00−16：00

9／2

※毎月第２日曜日、年末年始は休館

福 祉 風 呂 再開しました！

ヘルストロン

再開しました！

※60歳以上の滝沢市民が対象
月〜金曜日

午前９時〜午後５時

※土日祝日はお休みします

コロナウイルス感染症予防対策のため、マスクの着用・手指消毒にご

協力下さい。感染拡大状況によっては利用を中止する場合があります。

ひびき

課題 ﹁ 響 ﹂

一本木仙人

里帰り ホームに響く

選

孫の声

小川 裕二︵元村︶

また中止 祭りの響き
今何処

原 甫︵川前︶

見て読んだ 音読演説

響かない

井上 弘︵元村︶

チャグホール

われらがコーラス 良き響

富司 久恵︵元村︶

無理すると 体に響く

次の日も

久保 武夫︵川前︶

次回課題 ﹁ 円安 ﹂
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滝沢市中鵜飼

応募先

八月十日

滝沢市社会福祉協議会

締め切り

ひとり三句まで

﹁福祉川柳﹂係りまで

投句数

︵掲載は五句となります︶

※作品を添削する場合もあり

ます︒氏名には振り仮名を︒

47
− −

30

ありがとうございました

（土日祝日は午後５時まで）

ご寄附

午前９時〜午後９時

５月１日から６月 日まで︑次の方々からご
寄附いただきました︒
︽福祉基金のために︾
・故梅島良司様のご遺族様
３０︐０００円

︽使途指定寄附︾
︻フードパントリープロジェクトのために︼
・匿名
１０︐０００円

施 設 の 貸 館 ※事前要予約

正午〜午後４時

9／6

8月 2日
（火）

市民福祉センターをご利用下さい

月・金曜日

８／16

滝沢市市民福祉センター

